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鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140

4月の休館日：7（月）、14（月）、21（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

■久保 修　切り絵の世界展 in 鳥取
　鳥取をテーマにした新作も
展示されます。
主　催　㈱新日本海新聞社
と　き　4月5日（土）〜
　　　　5月6日（火）
ところ　1階特別展示室
料　金　一般（高校生以上）　800円
　　　　小・中学生　　　　 200円
久保修　ギャラリートーク
と　き　4月5日（土）・6日（日）
　　　　①11:00 〜　②14:00 〜　※要観覧料

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
 0857-85-2351

4月の休館日：7（月）、14（月）、21（水）
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

めざせ☆山陰海岸ジオパークエリア拡大
～夏泊のあれこれ～
　拡大をめざしているエリアの内、青谷海岸エリアの夏
泊をテーマとする絵画や写真、歴史資料を展示して青谷
の魅力を紹介します。
と　き　4月19日（土）〜5月18日（日）
ところ　あおや郷土館　第2展示室

わらべ館 西町三丁目 202
 0857-22-7070

4月の休館日：16（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料

唱歌「ふるさと」100年

春に贈る童謡コンサート
　「春の小川」「春が来た」「あめふりくまのこ」等、おな
じみの曲を紹介。紙芝居や大型絵本、手あそびをまじ
えた楽しいコンサート♪
出　演　松

まつ

田
だ

千
ち え

絵（うた）、名
な わ み え

和美絵（ピアノ）
と　き　4月5日（土）11:00 〜 11:50
※参加無料　先着180名

おもちゃと遊びの企画展 おもちゃの世界の合戦絵巻
　有名な武将が登場するおもちゃや対戦型ゲームを展示
と　き　4月7日（月）〜6月8日（日）　※要入館料

関連イベント 「いざ！旗源平」
　金沢市のご当地ゲームをわらべ館で！取った旗の数で勝負
と　き　4月20日（日）14:00 〜 15:00
対　象　小学生以上   ※参加無料

CitiBlocs World（シティブロックスワールド）

　創造力で遊ぶ魔法のブロック！
全米ベストトイアワード受賞。
と　き　4月26日（土）〜 5月2日（金）
　　　　9:00 〜 17:00　※要入館料
みんなで遊ぼうCitiBlocs　　
　参加型パフォーマンスで、木片から何かが生まれる！
と　き　4月26日（土）・27日（日）　※要入館料
　　　　①11:00 〜　②13:00 〜　③15:00 〜

・おもちゃづくり体験・・・・・・・・・・・・・・・・・
　1日（火）〜 6日（日）、26日（土）〜 5月6日（火・振）、
　その他の土・日9:00 〜 17:00（最終受付16:00）
・うきうきタイム 〜 mini音楽会〜・・・・・・・・・・・・
　2日（水）15:00 〜 15:30
・唱歌教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　毎週土曜日　15:00 〜 15:30
・わいわいボードゲーム・・・・・・・・・・・・・・・・
　9日（水）15:30 〜 16:15
　29日（火・祝） ①11:00 〜②14:00 〜
・おもちゃの病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　27日（日）10:00 〜 15:00（先着20件）

お城山展望台 河原城 河原町谷一木 1011
 0858-85-0046

4月の休館日：7（月）、14（月）、21日（月）、28（月）
入館料：無料  開館時間　10:00 〜 18:00（4 〜 9月：土曜日は19:00）

入館は、閉館時刻の30分前まで

今年は、開館20周年です。
　皆様に愛される河原城をめざしてガンバリマス！！

戦国イベント出場者大募集！！
と　き　5月18日(日)10:00 〜 15:00の1コーナー
ところ　河原城イベント広場
◇陣取クイズ合戦(戦国歴史クイズ)
　優勝賞金3万円、副賞に河原城城主権
※参加費等、詳細は河原城にお問合せください

開館20周年記念企画『甲
かっちゅうてん

冑展』
　戦国武将の甲冑や武器、鳥取藩・池田家由来の品々
やNHK大河ドラマで話題の黒田官兵衛由来の兜などを
展示します。
と　き　4月6日（日）〜 5月18日（日）
ところ　河原城2階イベントホール

パレットとっとり
市民交流ホール

弥生町 323-1
 0857-39-2555

フォークレボリューション　Vol.27
～東日本大震災救援チャリティーコンサート～
　春の風にのせて贈るフォークアコースティックライ
ブ。癒しのひとときを過ごしましょう。
と　き　4月13日（日）17:00 〜 21:00
入場料　1,000円　(1ドリンク付き)

Wonder Gate Vol.6
　誰でも気軽に音楽を楽しんでもらえるライブを行い
ます。ぜひ見に来てください。
と　き　4月20日（日）14:00 〜 21:00
入場料　一般  1,000円／学生  500円

鳥取・姫路のウクレレ交流会
と　き　4月27日（日）11:30 〜 16:30
入場料　無料

　※当月（8日以降）分と翌月（7日まで）分の情報を掲載
　しています。当月（7日まで）分は前月号をご覧ください。
■鳥取市文化ホール

　 ▽第27回ヴォーカルコンサート
　　4月27日（日）14:00 〜 16:00

桜声会（鶴崎）  0857-28-8086

問い合わせ先　鳥取市文化団体協議会
  0857-20-0515（水・木・土・日曜日は除く）

　市 民 文 化 祭  4 月開催

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
 0857-26-3595

4月の休館日：7（月）、14（月）、21（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

第8回  鳥取聾学校写真部  写真展
「 春の訪れ 」  ～用瀬町の流しびな～
と　き　4月13日（日）まで　
ところ　仁風閣 2階 陳列所

鳥取城お花見 ： 仁風閣ライトアップ
と　き　3月29日（土）〜
　　　　4月12日（土） 〔予定〕
　　　　　日没15分後から
　　　　　午後9時まで　

ガーデン和カフェ 仁風
今年も春の訪れと共に再開、お気軽にどうぞ。
と　き　4月27日(日)   11:00 〜 16:00
ところ　宝扇庵 （仁風閣裏庭の茶室）
メニュー　抹茶一服 500円（菓子付）

城下町とっとり交流館  高砂屋 元大工町 1
 0857-29-9024

4月の休館日：7（月）、14（月）、21（月）
入館無料　開館時間　9:00 〜 17:00

高砂屋歳時「端午の節句」
　高砂屋近隣の方々からお借りし、寄贈していただい
た鯉のぼり、五月人形を展示します。
と　き　4月26日（土）〜 5月6日（火・祝）
ところ　高砂屋　2階全室

因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
 0857-26-1780

4月の休館日：7（月）、14（月）、21（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

鳥取市文化財団４館連携展覧会　
東へ西へ、めざせ☆山陰海岸ジオパークエリア拡大！
山陰海岸ジオパーク  GEO扇ノ山
　山陰海岸ジオパークエリア拡大の活動と連携して、
2014年に世界ジオパークの再認定をめざす国府町雨滝
と周辺地域のジオスポットについて紹介します。
　山陰海岸ジオパークの広がりと、地域文化の豊かさ
を感じてください。
と　き　4月19日（土）〜 6月1日（日）
ところ　民俗展示室
観覧料　無料

新作「因幡の白兎」

さじアストロパーク 佐治町高山 1071-1
 0858-89-1011

4月の休館日：7（月）、14（月）、15（火）、21日（月）、28日（月）、30（水）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

宇宙ふしぎ探検「地球に接近した火星を観察しよう」
内　容　およそ2年ぶりに地球へ接近している火星を、

103㎝望遠鏡などで観察します
と　き　4月18日(金)・20日(日)　20:00 〜
　　　　　　19日(土)　20:00 〜、21:00 〜
参加費　大人(高校生以上)600円
　　　　小人(小中学生)   200円（入館料と観望料として）
定　員　各回40人（ 宿泊以外の方は事前予約ができ

ません。来館順にチケット発券をします）
その他　雨天曇天の場合、プラネタリウム室で火星のお

話や春の星座の紹介など
をおこないます。
最接近日は4月14日(月)
ですが、距離はほとんど変
わりませんので、この時
も条件良く観察できます。

天体観察会（夜間観望会）のご案内
4月1日(火)：17時で閉館するため行いません
4月2日(水) 〜 6日(日)：今シーズン最高条件の木星を見よう
4月8日(火) 〜 13日(日)：月のクレーターを見よう

【↑この期間の火〜木曜にデジカメを持参されると月の撮影体験ができます】
４月16日(水) 〜 17日(木)：火星を見よう
４月22日(火) 〜 27日(日)、29日(火)：バースト銀河Ｍ82を見よう
と　き　土曜日　　　20:00 〜、21:00 〜
　　　　土曜日以外　20:00 〜
※団体貸切などで開始時刻が上記と変わる場合があり

ます。詳しくはホームページでご確認ください。
参加費　大人(高校生以上)600円
　　　　小人(小中学生)   200円（入館料と観望料として）
その他　休館日以外の晴天時は観察会を実施していま

す。雨天曇天時は観察会を中止し、プラネタ
リウム室などで見ごろの天体を紹介します。

火　星

あおや和紙工房 青谷町山根 313
 0857-86-6060

4月の休館日：7（月）、14（月）、21（月）
常設展入館無料　開館時間　9:00 〜 17:00

みんなでつくる因州和紙展
　来館された皆様に絵具、墨などで因州和紙に絵を描
いていただき、その作品を展示します。
と　き　4月5日（土）〜 4月20日（日）　
ところ　企画展示室　※参加無料

ジオパークエリア拡大パネル展『日置の和紙と人々の暮らし』
　青谷町日置地区とジオパークのつながりについて紹介し
ます。
と　き　4月19日（土）〜 5月6日（火・振）
ところ　あおや和紙工房ロビー　※観覧無料

金太郎はり絵を作ろう
　因州和紙を切り抜き、金太郎のはり絵を作ります。
と　き　4月26日（土）〜 4月30日（水）
　　　　10:30 〜　13:30 〜（所要時間約1時間）
定　員　各5人（要予約）　 参加料　200円（材料代）
ところ　あおや和紙工房　創作コーナー


